
設計から施工まで
アルミ安全柵をトータルサポート

アルミ安全柵

⚫ 安全防護機能面で産業用ロボットや産業機械等の危険区域への
人やフォークリフト等の侵入防止を目的とした侵入防止柵です。

⚫ 付帯の効果として作業者への精神的負担を軽減すると共に
工場見学者に生産ラインのクリーンなイメージを提供します。

⚫ 安全柵部品の一部は、社会福祉法人アルプス福祉会
「ねくすと」で製作して貰っています。
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• AE Seriesは意匠登録済みアルミプロファイルになります。

• 自社でアルミプロファイルを在庫して、安全柵を製作するので、
低価格・短納期・高品質・柔軟性に富んだ形状で、
安全柵を提供する事ができます。

• 縦枠40×40は高さ2800以下の柵に適しています。
縦枠40×80は高さ2800～4800の柵に適しています。

AE Series 安全柵特徴
アルミプロファイル
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•標準タイプ安全柵（AE-1） H1800×W970

•標準タイプ用蝶番扉・スライド扉 H1660×W890

• その他サイズや特殊形状も製作可能です。
H2100×W970・H900×W600や、
パネル材に穴加工・切欠き加工も可能です。

• 防振ゴムを標準で入れています。
設置後に「ガタガタ」と音がでる事がありません。

• 取付用に標準ナットM6が、縦さんの表側に2個
裏側に1個最初から入ってます。

AE Series 安全柵特徴
縦枠40×40使用
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• 転倒防止対策として、お客様ご自身で安全柵上部と天井や梁等を補強材で固定してください。

• 取付用に標準ナットM6が、縦さんの表裏に各3個づつ最初から入ってます。

AE Series 安全柵特徴
縦枠40×80使用 H2800以上のより高く頑丈な柵

•縦枠40×80 H4800安全柵 H4800×W970

•縦枠40×80 H4800扉用門柱柵 H4800×W980

•H4800用蝶番扉 H1860×W890
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AE Series
パネル材
•AE Seriesは厚さ3㎜の材料を使用してます。

•パネル材は防振ゴムと相性が良く、設置後「ガタガタ」と音が出ません。

■PET樹脂(ポリエチレンテレフタレート)
クリア/オレンジ/ブラウンスモーク/青加工/その他色加工

特徴
・環境適正に優れて一般的に多く使用されている
・各特性で平均的な値を示す安価な樹脂
・弊社で、注文数が一番多い樹脂素材

長所
・耐有機溶剤に優れている
・加工性に優れている(※切断時、火花発生しません)
・コストが安い

短所
・高温に弱い
・アルカリに弱い

■エキスパンドメタル
XS32/XS41

特徴

・XS32：横30.5mm 縦12mmの大きさで、指が入りません
・XS41：横50.8mm 縦22mmの大きさで、手が入りません
・表面処理：黒色焼付塗装
・PET同様、弊社で注文数が一番多い安価なパネル素材

長所
・軽量で錆に強い
・加工性に優れている
・コストが安い

短所
・切断時、火花が発生します
・紫外線に弱い
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■ポリカーボネート
平板/中空板

特徴 ・各特性で高い値を示す『割れないｶﾞﾗｽ』と呼ばれる樹脂

長所

・耐衝撃性が抜群に良い
・耐熱性/耐寒性に優れている
・加工性に優れている(※切断時、火花発生しません)
・断熱性に優れている(※中空板に限る)
・軽量で天板に適している(※中空板に限る)

短所
・アルカリ/有機溶剤に弱い
・コストが高い

■塩化ビニル(硬質)
クリア

特徴 ・PET同様、各特性で平均的な値を示す樹脂

長所

・アルミと同程度の耐久性
・耐薬品性(酸・アルカリ)/耐油性に優れている
・電気絶縁性に優れている
・加工性に優れている(※切断時、火花発生しません)

短所
・耐熱性/耐寒性が弱い
・有機溶剤に弱い
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■アルミ複合板
シルバー/ホワイト/ブラック/色加工

特徴 ・薄いアルミ板2枚で樹脂をサンドイッチした複合板
・不透明のため目隠しパネルに最適

長所

・軽量で錆に強い
・素材がアルミのため耐久性に長けている
・つや消しブラックは外乱光を排除できる
・加工性に優れている(※切断時、火花発生しません)

短所
・へこみが発生した場合、修復不可
・切り口処理を怠ると、年数経過により端部のアルミがめくれる

■アーク溶接用パネル
遮光番号7相当/9相当/相当

特徴 ・アーク溶接時の紫外線と可視光から眼を保護するパネル

長所
・遮光に強い
・必要に応じた透過率の選択が可能

短所
・コストが高い
・受注生産のため納期が長い

■上記以外の3mmパネル材も製作可能です。
・溶接金網 50×50×Φ3
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パネル種類
(板厚 3t)

可視光透
過率

遮光番
号（相当）

被覆アーク
溶接

価格 入手性 備考

PETクリア 100% ◎ ◎ 在庫品
PETオレンジ 33% 〇 ◎ 在庫品

PETブラウンスモーク 28% 〇 ◎ 在庫品

PET色付加工青7 3% 7 30～75A △ 〇
色付加工

納期約1.5週間

塩ビ色付加工緑9 1.40% 9 75～200A △ △
色付加工

納期約1.5週間

PET色付加工黒10 0% 10 75～200A △ 〇
色付加工

納期約1.5週間

パネル材 可視光透過率 比較表

AE Series バリエーション

PET樹脂クリア エキスパンドメタルXS32 各タイプ

PET樹脂オレンジ PET色付加工青7
アルミ複合板
シルバー
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各パネル材の比較表
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取付け金具類

■上部取付け金具

アルミとの固定はM6ボルトを使用します。
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■脚部取付け金具

アルミとの固定はM6ボルトを使用し、

床との固定はC1270アンカーボルトを使用します。

固定脚タイプは下記タイプもあります。
SK040501B シングル固定脚片ツバタイプ
SK040503B ダブル固定脚片ツバタイプ
SK050503C ダブル固定脚平行ツバタイプ
SK040514 80×80固定脚両ツバタイプ

SK040501A
シングル固定脚
両ツバタイプ

SK040503A
ダブル固定脚
両ツバタイプ

SK040507
L型ダブル脚

SK040506
L型シングル脚
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SK040201
先入れナットM6
（標準ナット）

SK040211 先入れナットM4も有ります。

後入れナットはミスミ製をお客様ご自身でご購入して下さい。
HNTF6-6 M6
HNTF6-5 M5
HNTF6-4 M4

先入れナット横さん挿入方法
Youtubeで公開中。

■標準ナット

スプリングバネがアルミ溝の中で位置を保持します。

■ドアパーツ
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■その他金具類

スライド扉 参考写真
⚫カーテンの様に左右の安全柵から、
簡単にスライドレールを設置可能。

⚫高さの低い柵には上部にスライドレールが、
無いタイプもあります。

■取り付け金具参考図
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見積から納品・施工まで

•御見積 設備レイアウト 仕様をご連絡下さい。

DWG DXF フリーハンド ポンチ絵でも構いません。

•ご注文後 弊社安全柵レイアウト図にて安全柵製作

•納品で完了、若しくは弊社にて施工

見積時に納品までか、弊社で施工するかご連絡下さい。

弊社安全柵レイアウト図
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施工例

安全柵高さ3800 安全柵高さ4500
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扉用アルミ30×40は黄色焼付塗装あります。

⚫ブラック艶消しは外乱光を排除します。
⚫色は200種類以上から選択可能。
⚫コーポレートカラーに仕上げます。

■アルミ複合板色付き加工 不透明

⚫好きな透過率を選択可能。
⚫色は20種類以上から選択可能。
⚫コーポレートカラーに仕上げます。

■PET樹脂色付き加工 半透明

■オプション
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PET樹脂 3㎜
荷重 180kg

エキスパンドメタルXS32
荷重 50kg

横さん 30×40
荷重 120kg

強度試験参考資料
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納入実績

⚫自動車会社 工場生産ライン 研究施設
⚫ロボットメーカー ロボット周辺の安全対策用
⚫産業機械メーカー 工場生産ライン 研究施設
⚫一般消費財メーカー 工場生産ライン 研究施設

社会福祉法人アルプス福祉会「ねくすと」製作風景

• 予告なく、本カタログに表記された仕様の変更が行われる場合が御座います、予めご了承下さい。
• 天災・災害・不慮の事故等で当社製品に破損または不具合が生じた場合、
当社は一切の責任を負いません、予めご了承下さい。
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